
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期中期目標期間に係る業務実績見込み報告書 
（平成 27年４月１日～平成 31年３月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 ３０ 年 ６ 月 
 

地 方 独 立 行 政 法 人 

筑 後 市 立 病 院 
 

  



 

1 

 

筑後市立病院の概要   

   

１．現況 

①法  人  名    地方独立行政法人筑後市立病院 

②本部の所在地   筑後市大字和泉９１７－１ 

③役員の状況 

          （平成 30 年４月１日現在） 

役職名 氏  名 備   考 

理事長 

副理事長 

理事 

理事 

理事 

理事 

監事 

監事 

吉田 正 

大内田 昌直 

関屋 京子 

石内 孔治 

室園 健一 

平田 輝昭 

鳥巢 啓一 

馬場 範夫 

院長 

副院長 

看護部長 

 

④設置・運営する病院   別表のとおり 

⑤職員数（平成 30 年４月１日現在） 472 人（162 人）  ( )内は準職員内数 

 

２．筑後市立病院の基本的な目標等 

地域医療再生計画に基づく施設整備の本格的な運用を図り、八女・筑後保健

医療圏の災害拠点病院として、また公的医療機関としての役割を果たすととも

に、今後国が進める医療制度の改革に的確に対応し、地域の中核病院である

公的医療機関として、地域の医療機関との連携をもって地域住民の命と暮らしを

守る病院を目指すものとする。 

 

基本理念 

｢生涯研修・生涯奉仕｣ 

   ○地域と連携を深め、中核病院としての機能充実をはかります。 

   ○生涯研修の精神で、常に自己研鑽に勤め、高度な先進的・最適医療を 

実践します。 

   ○人格を尊重し、博愛と生涯奉仕の精神で信頼と安心が得られる医療を 

提供します。 

 

基本方針 

かかってよかった病院 

あってよかった病院 

働いてよかった病院 

 

 

（別表）  平成 30 年４月１日現在 

病院名 筑後市立病院 

主な役割及び機能 ○急性期医療を担う地域における中核病院 

○救急告示病院 

○日本医療機能評価機構認定病院 

○臨床研修指定病院 

○災害拠点病院 

〇地域医療支援病院 

所在地 〒833-0041 

筑後市大字和泉９１７番地１ 

開設年月日 平成 23 年４月１日 

（昭和 24 年 羽犬塚町立病院開設） 

許可病床数 233 床（一般 231 床、感染症２床） 

診療科目 

（20 診療科） 

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内

分泌・代謝内科、腎臓内科、小児科、放射線科、外

科、整形外科、泌尿器科、眼科、産婦人科、耳鼻咽

喉科、麻酔科、リハビリテーション科、心臓血管外

科、消化器外科、脳神経外科、皮膚科 

敷地面積 19,177.38 ㎡ 

建物規模 

 

病院本体（延床面積） 15,240.01 ㎡ 

設備棟（延床面積）     576.00 ㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート造  地上 5 階建 
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全体的な状況   
   

１ 法人の総括と課題 

第２期中期目標期間は国が進める医療制度の改革に的確に対応し、地域の中

核病院である公的医療機関として、地域の医療機関との連携をもって地域住民の

命と暮らしを守る病院となるよう、全部門が目標達成に向けて業務に取り組んだ。 

病床機能の面では７対１入院看護体制を維持するとともに、HCU～７対１急性期

病棟～地域包括ケア病棟という幅広い患者ニーズに対応できる体制を継続した。 

運営管理に関連して、理事会、理事協議会を開催し、重要事項を審議するとと

もに、定期の予算執行状況及び経営状況に関する事項等を報告した。また、中期

計画・年度計画の着実な達成に向けて病院全体の行動計画書を見直すとともに、

全職員を対象とした院長による説明会を通して戦略テーマや重要成功要因、並び

に目標値などを共有した。一方で、「病院運営委員会」を毎月開催し、収支・患者

数・手術件数・内視鏡件数などの情報を病院全体で共有し対応した。また、全ての

病棟を安定運用するために、月１回の病床管理委員会に加え、毎週の病床管理ミ

ーティングにより病床管理を強化した。 

地域包括ケア病棟に１病棟転換するなどで上昇した病床利用率は、平成 28 年

度になって、医師を派遣する医局の方針により呼吸器内科が縮小になったほか、

想定外の耳鼻咽喉科常勤医師の退職等が重なり低下した。非常勤医師での外来

対応を行なう一方で、常勤医師による診療科を問わない患者受け入れなどに取り

組むとともに、内科総合外来や脳神経外科外来の設置、腎臓内科の新設、婦人

科の再開等により診療機能を充実させた。 

新規入院患者数は 4,281 人/年(H27)から 4,000 人(H28)に落ち込み 29 年度は

4,236 人/年まで回復しているものの、7 対 1 病棟の看護必要度基準の影響もあり

延患者数は 27 年度レベルまでは戻っていない。また、外来初診患者数は 18,748

人/年(H27)から 16,947 人(H29)と減少している。一方で診療単価の面では、入院

単価が手術や内視鏡の件数増加等もあり、病院全体で 44,883 円(H27)から 45,873

円(H29)に上昇し、外来単価はＣ型肝炎新薬の減少に伴い 14,304 円(H27)から

11,649 円(H29)に減少した。 

決算状況をみると、平成 29 年度の実績は、経常収支比率が 100.6％まで回復し

ており、最終成果としては独法化以降７年連続の黒字経営を維持できた。平成 30

年度も、効率的かつ効果的な病院運営を行ない、さらなる質の高い医療の提供と

病院価値の向上のために、全員がそれぞれの職場の改革改善を図っていく。 

２ 大項目ごとの特記事項 

(１)市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する取組み 

地域住民の救急医療へのニーズに応えるため、救急運営委員会を開催し、受

け入れを断った事例に対しての対応を行ない救急車応需率の向上に取り組んだ。

応需率は 94.4％(H27)、95.4％(H28)、97.6％ (H29)と着実に上昇しており、30 年

度には 98％を目指している。また、現状の ICU は極めて重篤な患者のみが対象と

なっているため、これを HCU に変更して高度急性期の医療を必要とするより多くの

患者に対応し、ヘリポートの活用等と合わせて、24 時間 365 日救急医療体制の強

化を行なっている。 

八女・筑後医療圏における災害時の医療提供体制充実のため、備品や備蓄品

等の整備、災害対策マニュアルの改定、食料・飲料水・医薬品等について関係団

体との協定締結などを進め、平成 28 年４月１日に災害拠点病院及び福岡県災害

派遣医療チーム(福岡県 DMAT)指定医療機関となり、福岡県ＤＭＡＴ隊員は計 10

名で２チームを編成できている。平成 28 年の熊本地震や 29 年の九州北部豪雨災

害の際には、それぞれ日本医師会災害医療チームや災害支援ナースとしての派

遣も行なった。 

平成 28 年度は医師を派遣する医局の方針により呼吸器内科が縮小になったほ

か、想定外の耳鼻咽喉科常勤医師の退職や産科医の病休が重なった。 非常勤

医師での外来対応を行なう一方で、内科総合外来や脳神経外科外来の設置、腎

臓内科の新設、婦人科の再開、加えて、非常勤精神科医や皮膚科医による入院

患者のサポート体制構築や非常勤歯科医による周術期の患者の口腔ケアに取り

組むなど、診療機能を充実させた。 

一方で、退院支援の面では多職種協働の在宅ケアチームを発足し、家族面談

（インフォームド・コンセント）の前に退院後の選択肢等を検討する体制を強化して

おり、退院支援患者数は中期計画目標の 1,700 人を安定して上回ることができた。 

国が進める「地域包括ケアシステム」の構築への参画に関連して、退院後に患

者が住み慣れた在宅環境へ戻ることが出来るように、医療・介護・福祉機関などの

ケアマネージャー等の職員と面談を行ない密に連携している。また、継続医療や

看護が必要な患者で自宅退院を希望される場合は、在宅ケアチームでカンファレ

ンスを行ない、訪問看護などに繋いで切れ目のないサービスの提供を行なってい

る。「24 時間 365 日対応の訪問看護」に力を入れて活動し、リハビリと合わせた訪

問件数は 131 件(H26)から 1,904 件(H29)と大幅に増加した。 また、看取りに関し

ても 29 年度 10 件に対応しており、在宅療養生活支援の充実にも取り組んでいる。 
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地域の医療機関との連携を深めるために、病診連携会議及び病診連携懇談会

の他、地域の医療関係者を含めた勉強会を開催している。また、院長をはじめ職

員が連携医療機関を訪問し、問題点や要望等のヒアリングを行なうなど、多くの関

係者の方々と連携を深めている。紹介率・逆紹介率共に平成 24 年度以降、継続

的に上昇しており、八女筑後医師会、柳川山門医師会、大川三潴医師会から推

薦をいただき、平成 30 年 4 月に福岡県知事から地域医療支援病院として承認を

得ることができた。 

従来、患者満足度調査は当院独自に行なっており、他病院との比較ができてい

なかったため、平成 29 年度より日本医療機能評価機構の満足度調査に参加し、

他病院との比較ができるようにした。29 年度調査の結果、同規模・同機能の病院

内での病院推奨度を見た場合、当院は入院で 81 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値となり高評価であ

ったが、30～40 歳代での施設に関する満足度が低い傾向があった。外来は 41 ﾊﾟ

ｰｾﾝﾀｲﾙ値と低目で、待ち時間に対する満足度が低く、その中でも高齢者の付き

添いで来ている患者家族などの満足度が低い傾向があった。これらの結果を踏ま

え、患者本人だけでなく、付き添いの方への説明・声かけも、重視して行なってい

くことにしている。投書や苦情に対しマナー向上委員会で対応を協議の上で改善

を行なっており、ハード面では、再来受付機やクレジットカード決済の導入、ウォー

ターサーバーの設置、1F フロアへの Wi-Fi 設備導入などを実施している。 一方、

ソフト面では、患者対応面でのご指摘等を現場へフィードバックするとともに、検査

結果や複数の治療方法があることなどの丁寧な説明、待ち時間を感じさせないよう

に患者への声かけ強化などを継続している。 

患者等の医療や病院に勤務する職員に関する安全の確保のため、インシデント

報告を推進し、各部署でのリスクカンファレンスや委員会活動により医療安全対策

を徹底した。また、H29 年度は 12 施設の賛同をいただき「南筑後地区医療安全担

当者ネットワーク交流会」を発足させることができた。一方で、院内感染対策につ

いては、手指衛生遵守の積極的な取り組みや水周りなどの環境感染対策の強化

に加え、感染対策チームによる環境ラウンドなどを継続的に実施し、インフルエン

ザ等のアウトブレイクを防止できている。 

市民からの信頼を確保し質の高い医療を効率的に提供していくため、中立的、

専門的な見地からの評価として、平成 28 年度に病院機能評価の更新を受審し、

改善要望事項もなく認定を継続できた。今後も医療機能の一層の充実・向上を目

指し、継続的改善に取り組んでいく。 

市民への保健医療情報の発信は、病院ホームページ、広報誌、健康講座など

を通して実施している。病院ホームページはウェブアクセシビリティに配慮して全

面リニューアルし、広報誌は内容を充実させながら発行部数を増部した。 

また、多職種による「健康講座」を開催し、平成 27～29 年度の３年間で約 2,860 名

の方々に参加いただいている。この他にも、平成 30 年度で 18 年目となるモニター

会議を継続的に開催し、モニター各位からの貴重なご意見・ご要望を基に改善を進

めた。 

 

大項目評価 

事業年度評価 
第 2 期中期目標期間の見込み評価 

H27 H28 H29 

評価結果 評価結果 自己評価 法人の自己評価 

A B B B 

 

 

 

（２）業務運営の改善及び効率化に関する目標の達成に関する取組み 

運営管理に関連して、理事会、理事協議会を開催し、重要事項を審議するととも

に、定期の予算執行状況及び経営状況に関する事項等を報告した。また、中期計

画・年度計画の着実な達成に向けて病院全体の行動計画書を見直すとともに、全

職員を対象とした院長による説明会を通して戦略テーマや重要成功要因、並びに

目標値などを共有した。一方で、「病院運営委員会」を毎月開催し、収支・患者数・

手術件数・内視鏡件数などの情報を病院全体で共有し対応した。 

新たな人事制度の運用に関して、医師・幹部職員には先行して人事評価制度を

導入しており、評価項目の見直しを通して制度の改善を行なった。一般職の人事評

価については、職員アンケートの結果も踏まえて係長職を一次評価者として試行し

ており、平成 30 年度からの本格運用を目指している。 

 

大項目評価 

事業年度評価 
第 2 期中期目標期間の見込み評価 

H27 H28 H29 

評価結果 評価結果 自己評価 法人の自己評価 

A A A A 

 

 

 

 



 

4 

 

（３）財務内容の改善に関する目標の達成に関する取組み 

病棟を効率的・安定的に運用するために、月１回の病床管理委員会に加え、毎

週の病床管理ミーティングにより病床管理を行なっている。また、毎月の保険診療

委員会や、年３回から４回に開催を増やした DPC 適正化委員会を活用し、査定の

防止や DPC の最適化にも取り組んでいる。 

医薬品の購入については院外コンサルタントを活用し、他施設の購入価格と比

較しながら、コストの削減・適正化に取り組み、基準薬価比で毎年 6,000 万円以上

の削減効果を出している。また、ジェネリック医薬品の使用率は概ね 90%を維持す

る事ができており、同様に診療材料においても価格交渉を進めながら削減効果を

出している。 

平成 26 年度に地域包括ケア病棟に１病棟転換するなどで上昇した病床利用率

は、28 年度に呼吸器内科と耳鼻咽喉科の医師減員の影響により低下した。非常

勤医師での外来対応強化や、内科総合外来と脳神経外科外来の設置、腎臓内科

の新設などに取り組み、平成 29 年度の実績は、経常収支比率が 100.6％まで回

復しており、30 年度は更なる改善に向けて活動していく。 

 

大項目評価 

事業年度評価 
第 2 期中期目標期間の見込み評価 

H27 H28 H29 

評価結果 評価結果 自己評価 法人の自己評価 

A A A A 

 

 

 

（４）その他法人業務運営に関し必要な事項 
医療情報の提供 

 

大項目評価 

事業年度評価 
第 2 期中期目標期間の見込み評価 

H27 H28 H29 

評価結果 評価結果 自己評価 法人の自己評価 

A A A A 
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項目別の状況    
     

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
       

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（1） 救急医療体制の充実 

整備した ICU、救急外来を機能化し、救急医療体制の強化を図るとともに、消防署や他の医療機関と連携を充実することで、地域の中核病院であ

る公的医療機関としての責務を果たすこと。 
        

中期計画 主な取組み 

（１）救急医療体制の充実 

地域住民の救急医療へのニーズに応えるため、整備した ICU やヘリポー

トなどを活用し、24 時間 365 日救急医療体制の強化を行なう。 また、医療

スタッフのレベルアップ並びに医療機器、救急受入体制の充実を進めなが

ら、地域の中核病院である公的医療機関としての役割を果たすために消防

署や地域医療機関と連携し、二次救急体制の強化を図る。 市立病院で対

応が困難な三次救急については、久留米大学病院や聖マリア病院等の救

命救急センターと緊密に連携し、必要な処置を行ない、搬送等により迅速か

つ適切な対応を行なう。 

 

目標値 

・救急車搬入患者数 

H25：1,453 人→H30：1,500 人 

 

地域住民の救急医療へのニーズに応えるため、救急運営委員会を２か月に１回開催し、受け

入れを断った事例に対しての対応を行ない救急車応需率の向上に取り組んだ。 第２期中期目

標期間の応需率は 94.4％(H27)、95.4％(H28)、97.6％ (H29)と着実に上昇しており、30 年度に

は 98％を目指している。 また、現状のＩＣＵは極めて重篤な患者のみが対象となっているため、

これをＨＣＵに変更して高度急性期の医療を必要とするより多くの患者に対応し、ヘリポートの

活用等と合わせて、24 時間 365 日 救急医療体制の強化を行なっている。 

筑後症例検討会（毎月開催）や筑後市消防本部との症例検討会（２回開催）により、筑後市や

周辺地区の消防本部との情報共有や連携を強化するとともに、筑後地域メディカルラリー大会

へ協働チームでの参加や救急救命士の病院研修といった訓練を実施している。 また、救急体

制の強化を図るために ACLS や BLS といった資格取得も継続しており、29 年度から BLS プロ

バイダーとファーストエイドの講習会を当院で開催し、看護師だけでなくコメディカルや事務職も

含めて資格取得に繋げている。 

 

 

 

関連指標（救急車搬入状況） 

 
 

救急車搬入患者数は救急救命士の対応により変動する為 H29

年度以降は年度計画から削除し、救急車応需率でみている 

 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

救急車搬入患者数 1,500人 1,412人 1,361人 (1,449人) - - 

救急車応需率 - 94.4％ 95.4％ 97.6％ 98.0％ - 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（２） 患者と一体なったチーム医療の実践 

「患者は良質の医療を受ける権利を持つ」という認識のもと、患者の権利を尊重し、インフォームド・コンセント（患者やその家族が、自ら受ける治療の内容

に納得し、自分に合った治療法を選択できるような十分な説明を受けたうえでの同意をいう。）を徹底し、多職種の医療スタッフが連携するチーム医療を図る

こと。 
        

中期計画 主な取組み 

（２） 患者と一体となったチーム医療の実践 

「患者は良質の医療を受ける権利を持つ」という認識のもと、患者とその家

族が治療の内容に納得し、治療及び検査の選択についてその意思を尊重

するため、インフォームド・コンセントを徹底するとともに、多職種の医療スタッ

フが連携するチーム医療を推進する。 医療を自由に選択する患者の権利

を守るため、他院及び自院の患者やその家族が、治療法等の判断に当たり

主治医とは別の医師の意見を求めたとき、適切にセカンドオピニオンを提供

できる体制を維持していく。 

目標値 

・退院調整支援患者数 

H25：1,345→H30：1,700 人 

・クリニカルパス適用率 

H25：21.7→H30：30％ 

 

インフォームド・コンセントに関しては、DNAR を含めて安全管理委員会、診療情報管理委員

会、医の倫理委員会で協議した。 インフォームド・コンセントの指針見直しや様式の統一と内

容の充実により、合併症リスクの補足説明などを含めて患者が解りやすいように見直しを行なっ

た。 職員に対しては、採用時研修やポケットマニュアルの配布を行ない、インフォームド・コン

セントに関する知識を周知させた。 

また、チーム医療に関する取組として、情報共有の面では関係職種が共同して作成しやすい

ように入院診療計画書の様式を変更し電子カルテに取り込むことにより情報共有しやすい環境

にした。 一方、退院支援の面では多職種協働の在宅ケアチームを発足し、家族面談（インフォ

ームド・コンセント）の前に退院後の選択肢等を検討する体制を強化しており、退院支援患者数

は中期計画目標の 1,700 人を安定して上回ることができた。 

セカンドオピニオンに関しては、患者から他院へ求められた場合の紹介や、当院にセカンド

オピニオンの求めがあった場合について体制を整えており、ホームページ掲載や院内掲示によ

り周知を行なっている。 

 

関連指標（退院支援患者数等の状況） 

 

 

 

パス適用患者数/新規入院患者数 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

退院支援患者数 1,700人 1,875人 1,800人 1,720人 1,800人 +100人 

クリニカルパス適用率 30％ 29.8％ 31.2％ 34.4％ 40％ +10ﾎﾟｲﾝﾄ 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（３） 診療機能の整備 

患者動向、医療需要の質的・量的変化及び新たな医療課題に適切に対応するため、福岡県保健医療計画が示す医療機関の機能分化・連携のもと

に、高度で専門的な医療が提供できるように各診療部門の充実及び見直しを図ること。 
     

中期計画 主な取組み 

（３） 診療機能の整備 

患者動向や医療需要の変化や新たな医療課題に適切に対応するため、

福岡県保健医療計画が示す医療機関の機能分化・連携のもとに、高度で専

門的な医療が提供できるように各診療部門の充実及び見直しを図る。また

地域住民の医療需要に応じた「専門外来」や「治療センター」の設置なども

進めて行く。 

目標値 

・新規入院患者数 

H25：4,121→H30：4,400 人 

・手術件数（手術室） 

H25：2,060→H30：2,130 件 

・内視鏡件数 

H25：3,116→H30：3,220 人 

 

国は新しい専門医制度の基本診療領域に、地域医療を支えるための「総合診療専門医」を

加えており、当院は総合診療専門医研修基幹施設に登録された。 専攻医の労働条件面等の

連携病院との調整も整い、専攻医確保に向けた活動を行なっている。 

平成 28 年度は医師を派遣する医局の方針により呼吸器内科が縮小になったほか、想定外

の耳鼻咽喉科常勤医師の退職や産科医の病休が重なった。 非常勤医師での外来対応を行

なう一方で、内科総合外来や脳神経外科外来の設置、腎臓内科の新設、婦人科の再開、加え

て、非常勤精神科医や皮膚科医による入院患者のサポート体制構築や非常勤歯科医による周

術期の患者の口腔ケアに取り組むなど、診療機能を充実させた。 

これらの結果として、中期計画比の平成 29 年度時点での実績は、新規入院患者数が 164 人

減と伸び悩む一方で、手術件数が 278 件上回り、内視鏡件数も 188 件上回ることができた。 

関連指標 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

外来初診患者数 - 18,748 人 16,821 人 16,947 人 17,500 人 - 

新規入院患者数 4,400 人 4,281 人 4,000 人 4,236 人 4,500 人 +100 人 

手術件数（手術室分） 2,130 件 2,404 件 2,304 件 2,408 件 2,500 件 +370 件 

内視鏡件数 3,220 件 3,207 件 3,010 件 3,408 件 3,500 件 +280 件 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（４） 地域医療機関との連携 

地域の中核病院である公的医療機関としての役割を果たすため、他の医療機関との機能分担と連携を強化するとともに、医師会等と協力し、紹介され

た患者の受け入れと患者に適した医療機関への紹介を進めることにより、紹介率及び逆紹介率の向上を図ること。 
     

中期計画 主な取組み 

（４） 地域医療機関との連携 

地域の中核病院である公的医療機関としての使命と役割を果たすため、

地域の医療機関との役割分担の明確化と連携の強化を図る。医師会等と協

力し、医療機関からの紹介に適切に対応しつつ、患者に適した医療機関へ

の紹介を進め、紹介率及び逆紹介率の向上を図り、地域医療支援病院の指

定を目指す。 

目標値 

・紹介率  H30：50％ 

・逆紹介率 H30：70％ 

 

地域の医療機関との連携については、八女筑後医師会、柳川山門医師会、大川三潴医師

会の各代表の方々に参加いただき、病診連携会議及び病診連携懇談会を開催した。 病診連

携会議では在宅療養後方支援病院登録、地域医療構想、総合診療専門医制度、訪問看護・リ

ハビリ実績等に関して話し合い、病診連携懇談会では外部講師による講演を取り入れ、毎回

120 名以上の院外の方々に出席いただいた。 この他に、院長をはじめ職員が連携医療機関を

訪問して問題点や要望等のヒアリングを実施した。 また、地域の医療関係者を含めたオープン

な勉強会も開始し、地域の関係者の方々と顔の見える連携を行なった。さらに、30 年度は介護・

福祉機関との更なるコミュニケーション強化に取り組むことにしている 

紹介率・逆紹介率共に平成 24 年度以降、継続的に上昇しており、29 年度も前年を上回るこ

とができた。地域医療支援病院の申請にあたり、八女筑後医師会、柳川山門医師会、大川三潴

医師会から推薦をいただき、平成 30 年 4 月に福岡県知事から地域医療支援病院として承認を

得ることができた。 

関連指標 （病診連携会議回数には、病診連携懇談会を含む） 
 

 

※紹介率、逆紹介率は地域支援病院の計算式を適用 

H29年度分から、H28.9.5通知の紹介患者数定義に変更 

 

 

*1 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

紹介率 50％ 49.0％ 51.8％ 54.3％ 55％以上 +5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

逆紹介率 70％ 72.1％ 74.4％ 75.7％ 76％以上 +6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

病診連携会議の開催 - ２回 ２回 ２回 2 回 - 

地域の研修会*1 - - - 18 回 20 回 - 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（５） 小児医療・母子医療の取組み 

小児医療・母子医療の取組みは地域の重要な課題である。特に小児医療・小児救急の充実を図ること。 

    

中期計画 主な取組み 

（５） 小児医療・母子医療の取組み 

八女筑後医師会と久留米大学小児科医と共同で行なう小児救急外来及

び公立八女総合病院との夜間・休日小児科救急外来の継続を図る。また、

地域における小児・周産期医療を安定的に提供することができるように、他

の医療機関と十分に連携を図り、役割分担を明確にした上で、医療スタッフ

の充実や医療技術の向上に努めるなど体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児科医療専門医が不足している中、当院では八女筑後医師会の協力を得て、公立八女

総合病院と連携し、当医療圏における小児救急外来体制を守っている（毎週火・木曜日 19 時

～22 時、第 2・4 日曜日９時～15 時）。 診察にあたっては、市内の診療所の医師や久留米大

学小児科の協力を得ながら実施している。平成 30 年度に常勤医の交代に伴う小児科医を確保

し、前任医師の週 1 回の外来対応も継続することができた。 

周産期医療体制については、平成 27 年度に産婦人科医を確保でき自然分娩を再開した

が、28 年度末の退職に伴い非常勤医での対応となり分娩を休止している。 平成 30 年度に常

勤医１名の招聘が実現できた。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（６） 保健機関との連携 

市民の健康増進を図るため、市等の保健機関と連携・協力して各種検診を推進し、生活習慣病の予防、重症化防止に取り組むこと。 

    

中期計画 主な取組み 

（６） 保健機関との連携 

市民の健康増進を図るため、特定健診事業をはじめとして、予防医学推

進の観点から市の機関と連携・協力して、がん検診、各種健康診断等を実

施する。また保健所などとも情報交換を行ない、緊密に連携を図る。 

 

市の健康なまちづくり推進協議会や健康診査検討委員会に医師が委員として参画し、市民の

健康増進に関することや住民健診の効率的な実施方法に関する検討などを行なった。 市の特

定健診事業を含め、健診事業や予防接種については引き続き積極的に受け入れを行なってい

る。 また、眼科や耳鼻咽喉科の学校健診は市の要請に応じ、医師会と協力の上で当院からも医

師を派遣した。 

市民の健康増進イベントとして筑後市が主催するマラソン大会、ホークスのファーム本拠地移

転に伴う試合に職員を派遣し、運営のサポートを行なった。 また、「健康と食育の祭典＆環境フ

ェスタ」では、継続的に当院のブースを設置して、健康チェック、パネル展示、及び医師による下

肢静脈瘤相談などを実施した。 また、出前講座では「熱中症」、「高齢者への健康アドバイス」、

「健康寿命を延ばす食事」といったテーマで講演し、病気の予防や重症化防止活動に取り組ん

だ。 

更に筑後市の介護認定審査会に医師、看護師、理学療法士を派遣し、介護行政と連携すると

ともに、福岡県南筑後保健所運営協議会 救急医療部会にも医師を派遣し、保健所との連携も

行なっている。 

関連指標（健診受診件数） 

 

 

 

 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

健診受診件数 - 3,809 件 3,639 件 3,473 件 3,700 件 - 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（７） 地域包括ケアシステムの構築 

医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を構築するために、市や民間の医療・介護・福祉機関との連携を充実

し、退院指導や訪問看護等に取り組むことにより、退院患者へのフォローや生活の安定を図ること。 
    

中期計画 主な取組み 

(7) 地域包括ケアシステムの構築への参画 

医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される「地域包括ケア

システム」を構築するために、市や民間の医療・介護・福祉機関との連携を

充実し、訪問看護や訪問リハビリを含めて、法人が担うべき役割に応じた機

能を充実させていくことにより、退院患者や在宅、その他施設等の患者が住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように協力していく。 

 

福岡県八女・筑後区域 地域医療構想調整会議に院長が委員として参画している。 平成 29

年に「公的医療機関等 2025 プラン」を策定し、八女筑後区域において当院に求められる役割を

明確化した上で、福岡県八女・筑後構想区域地域医療構想調整会議にて協議いただき合意を

得ることができた。 

具体的な取組みとして、退院後に患者が住み慣れた在宅環境へ戻ることが出来るように、退院

支援に関する協議や情報共有として、連携する医療機関等（筑後市包括支援センター、筑後市

社会福祉協議会をはじめ、医療・介護・福祉機関など）のケアマネージャーやヘルパー等の職員

と面談を行ない密に連携している。 また、30 年度から介護・福祉機関との更なるコミュニケーショ

ン強化に取り組むことにしている。 

継続医療や看護が必要な患者で自宅退院を希望される場合は、在宅ケアチームでカンファレ

ンスを行ない、訪問看護などに繋いで切れ目のないサービスの提供を行なっている。 第２期中

期目標期間は、「24 時間 365 日対応の訪問看護」に力を入れて活動し、リハビリと合わせた訪問

件数は 131 件(H26)から 1,904 件(H29)と大幅に増加した。 また、看取りに関しても 29 年度 10 件

に対応しており、在宅療養生活支援の充実にも取り組んでいる。 

関連指標（訪問看護件数） 

 

 

 

医療、介護、リハビリの合計数 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

訪問看護+リハ件数 

合計 

 

- 

240+0 件 

240 件 

599+142 件 

741 件 

1,414+490 

1,904 件 

1,300+500 

1,800 件以上 

 

- 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 医療サービスの向上 

（８） 災害時における医療協力 

八女・筑後保健医療圏においての災害拠点病院の指定を目指すこと。 

なお、災害時、感染症等公衆衛生上重大な健康被害が発生し、又は発生しようとしている場合には、市長の求めに応じ、市、関係機関及び関係団体

と連携し、災害拠点病院として中心的役割を果たすこと。 
    

中期計画 主な取組み 

（８） 災害時における医療協力 

地域医療再生計画における災害拠点整備事業の実施により、八女・筑後

医療圏において災害拠点病院が未整備であることを踏まえ、この圏域にお

ける災害拠点病院の指定を目指す。 

災害医療に関する研修及び医療救護を想定した訓練等を行ない、災害

に備えるとともに、災害時、感染症等公衆衛生上重大な健康被害が発生し、

又は発生しようとしている場合には、市長の求めに応じ、市、関係機関及び

関係団体と連携し、災害拠点病院として中心的役割を果たす。 

 

八女・筑後医療圏における災害時の医療提供体制充実のため、備品や備蓄品等の整備、災

害対策マニュアルの改定、食料・飲料水・医薬品等について関係団体との協定締結などを進め、

平成 28 年４月１日に災害拠点病院及び福岡県災害派遣医療チーム(福岡県 DMAT)指定医療機

関となった。  

平成 28 年の熊本地震の際には福岡県医師会の要請を受け、職員４名を日本医師会災害医療

チーム（JMAT）として派遣し、29 年の九州北部豪雨災害の際には、福岡県からの要請に基づき

災害支援ナースを３名派遣した。 

一方、人材育成の面では、災害発生時に地域の医療機関の中心的な役割を果たせるようにス

タッフの充実を進めており、日本災害派遣医療チーム（日本ＤＭＡＴ）に６名の隊員登録しており、

福岡県ＤＭＡＴ隊員は計 10 名で２チームを編成できている。 八女地区総合防災訓練、緊急消

防援助隊九州ブロック合同訓練、九州・沖縄ブロック DMAT 実動訓練等に当院 DMAT チームが

参加し災害に備えている。 

また、災害時における体制強化として、当院を含む全国自治体病院協議会福岡県支部の会員

施設において「災害時における医療機関相互応援に関する協定」を締結し、相互応援体制を整

備した。さらに、、DMAT が使用する車両、災害時でも使用可能な超音波診断装置や少人数でも

患者搬送が可能なストレッチャーを導入し、災害拠点病院としての機材を充実させた。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

２ 医療機能提供体制の整備 

（１） 医療スタッフの確保 

法人が提供する医療水準を向上させるため、優秀な医師、看護師及び医療技術職員の安定確保、研修の充実に努めること。特に急性期及び

高度救急医療等の提供に必要な医師の確保・育成及び拡充に努めること。 
     

中期計画 主な取組み 

（１） 医療スタッフの確保 

①医師の確保 

地域の急性期病院として、良質で高度な医療を提供し、地域医療の水準

の維持向上を図るため、関係機関等との連携の強化や教育研修制度の充

実、就労環境の向上に取り組むことに加えて、久留米大学との連携強化等

により、人材確保機能を強化し、優秀な医師の確保に努める。特に救急や

ICU に係わる高度救急医療の提供に必要な医師の確保に努める。 

 

 

 

②看護師の確保 

患者や家族に接する機会が最も多い看護師が、地域の急性期病院とし

て、良質で高度な医療を提供し、住民に信頼される病院を目指すために果

たす役割は大きい。引き続き、質の高い看護を提供するために、教育研修

制度の充実、就労環境の向上に取り組むことにより、救急や ICU に係わる人

材を始めとして優秀な看護師の確保・育成に努める。 

 

③医療技術職等の確保 

医師、看護師に限らず、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療

法士、臨床工学技士等の医療技術職等の専門職についても、救急や ICU

の体制強化を含めた病院機能の向上を図る観点から、人材の確保・育成に

努める。 

 

①医師の確保 

地域の急性期病院として良質で高度な医療を提供し、地域医療の水準の維持向上を図るた

め、久留米大学と連携し、腎臓内科医の新たな確保や整形外科医等の増強を行なった。 一方

で、大学医局の人員不足により呼吸器内科医師や耳鼻咽喉科医師の補充が出来なかった。 臨

床研修医に関しては毎年１～３名を確保できており、総合診療専門医の研修基幹施設としても引

き続き専攻医募集を行なっている。 

また、就労環境の面においても、子育て中の医師が働きやすい育児時短制度の充実や、医療

秘書の増員も行なった。 

 

②看護師の確保 

看護師を目指す方を対象に病院見学会を随時実施し、看護学校訪問や看護ナビによる資料

請求への対応などを行なうとともに、院内保育所の利用推進や子育て関連制度の充実などによ

り、入院患者に対する看護師配置比率の維持や訪問看護の拡大等にあわせて看護体制を充実

させた。 

一方で、良質な看護体制を提供するために、静脈注射の知識・技術の向上を目的とした院内

認定ＩＶナース研修の実施やレベルに応じた教育研修への派遣など教育制度を充実させた。 

 

③医療技術職等の確保 

チーム医療の推進及び機能向上を図るため、臨床心理士、視能訓練士を新規に確保するとと

もに、地域包括ケア病棟の回復期機能充実のための療法士の増強や、不足していた薬剤師の確

保などを行なった。 また、給食業務の直営化に伴い、管理栄養士の増員及び調理スタッフを確

保した。 

 

 

  



 

14 

 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

２ 医療機能提供体制の整備 

（２） 高度医療機器の計画的な更新・整備 

地域の急性期病院としての役割を果たすため、病院機能や医療安全の向上、更には患者への負荷軽減などの実現に向けて、必要な高度医療機器

を効率的かつ計画的に更新・整備すること。 
     

中期計画 主な取組み 

（２） 高度医療機器の計画的な更新・整備 

中期目標の期間における整備及び更新計画を策定し、医療機器の計画

的な整備及び更新を進める。 

医療機器の整備及び更新に当たっては、効率的な稼働や収支の予測を

十分に行なった上で進めるとともに、リース等を含めた最適な導入形態を検

討する。 

 

医療機器の整備及び更新では、次年度購入予定の機器について予算編成委員会で、その用

途、使用頻度、収支見込等を検討した上で予算化し、計画的な導入を進めている。 更に、購入

前には医療機器選定委員会にて、申請者から必要性や収益性、ランニングコスト等についてヒア

リングを実施するとともに、適切な仕様設定を検討し、最適な整備を行なった。 

 

第二期中期計画期間に整備した主な医療機器には以下のようなものがある。 

 

①一般撮影装置システム 

②回診用(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)X 線撮影装置システム 

③多用途筋機能評価運動装置 

④全身麻酔装置 

⑤外科用 X 線撮影装置 

⑥超音波診断装置 

⑦眼科用レーザー機器 

⑧上部消化管汎用ビデオスコープ 

⑨大腸ビデオスコープ 

⑩高圧蒸気滅菌器 

⑪手術室用生体情報モニター 

⑫全自動錠剤分包機 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

３ 患者サービスの向上 

（1） 患者満足度の向上 

地域住民がいつでも安心・安全な医療を受けられるよう、患者ニーズの把握に努めるとともに、迅速かつ確実な対応により患者満足度の向上に努めること。 

     

中期計画 主な取組み 

（１） 患者満足度の向上 

地域住民がいつでも安心・安全な医療を受けられるよう、患者ニーズの把

握として、患者満足度調査などを毎年度行ない、マナー向上委員会が中心

となって、ソフト・ハード両面での改善を進めながら、患者サービスの一層の

向上を図る。 

 

従来、患者満足度調査は当院独自に行なっており、他病院との比較ができていなかった。 平

成 29 年度より日本医療機能評価機構の満足度調査に参加し、他病院との比較ができるようにし

た。 29 年度調査の結果、同規模・同機能の病院内での病院推奨度を見た場合、当院は入院で

81 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙとなり高評価であったが、30～40 歳代での施設に関する満足度が低い傾向があっ

た。 外来は 41 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙと低目で、待ち時間に対する満足度が低く、その中でも高齢者の付き

添いで来ている患者家族などの満足度が低い傾向があった。これらの結果を踏まえ、患者本人

だけでなく、付き添いの方への説明・声かけも、重視して行なっていくことにした。 

投書や苦情に対しマナー向上委員会で対応を協議の上で改善を行なっており、ハード面で

は、再来受付機やクレジットカード決済の導入、ウォーターサーバーの設置、1F フロアへの Wi-Fi

設備導入などを実施している。 一方、ソフト面では、患者対応面でのご指摘等を現場へフィード

バックするとともに、検査結果や複数の治療方法があることなどの丁寧な説明、待ち時間を感じさ

せないように患者への声かけ強化などを継続している。 

 関連指標 
 

 

 

H29年度より、日本医療機能評価機構の患者満足度調査

に参加 

 

 

接遇以外の苦情件数を年度目標に追加 

項 目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

入院患者満足度 - 97.5％ 98.2％ 81 ﾊﾟｰｾﾝﾀ

ｲﾙ 

60 ﾊﾟｰｾﾝﾀ

ｲﾙ以上 

- 

外来患者満足度 - 94.3％ 96.7％ 41 ﾊﾟｰｾﾝﾀ

ｲﾙ 

60 ﾊﾟｰｾﾝﾀ

ｲﾙ以上 

- 

接遇以外の苦情件数 - - - 12 件 30 件以下 - 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

３ 患者サービスの向上 

（２） 患者の利便性及び院内環境の向上 

受付や会計の効率化・簡素化の検討を行ない、患者の利便性の向上に取り組むこと。また患者や来院者に、より快適な環境を提供するた

め、患者のプライバシー確保に配慮した院内環境の整備に努めること。 
     

中期計画 主な取組み 

（２） 患者の利便性及び院内環境の向上 

受付や会計の効率化・簡素化の検討を行ない、患者の利便性の向上の

ため、自動受付機の導入などを進める。また患者や来院者に、より快適な環

境を提供するため、院内清掃の徹底や病室、待合室、トイレ及び浴室などの

施設の改修・補修を必要に応じて実施するとともに、患者のプライバシー確

保に配慮した院内環境の整備を進める。 

 

患者の利便性の向上のため、平成 27 年６月に自動再来受付機の導入とクレジットカードによる

医療費支払いの本運用を開始した。 自動受付機の導入により受付に並ぶ患者が減少しており、

利用方法の説明・周知を行ないながら利用率の向上に努めている。 クレジットカード払いについ

ては月当たり 100 件以上の利用となっている。 

施設整備に関しては、病院建築時に導入し老朽化したナースコール設備の更新を行なった。

更新により呼出しの信頼性が向上しただけでなく、電子カルテと連動することで入院間もない方な

どの気を配る必要がある患者の強調表示や、同姓同名注意喚起の表示などができるようになり、

患者サービス向上につなげている。 

患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、院内清掃や花壇の手入れを日常的に行な

い、施設のメンテナンスを定期的に実施する一方で、老朽化した駐車場機器の更新、院内の案

内表示やサインの見直し、身体障がい者等用駐車スペースの拡大などを行なった。また、待ち時

間対策の一環として、外来待合スペース付近を中心にフリーワイファイの設置も行なっている。更

に、ホルマリン対策工事や防犯カメラを増設し安全対策を強化した。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

３ 患者サービスの向上 

（３） 職員の接遇向上 

患者へのサービスを向上させるため、「患者に信頼と安心感を与える」などに心がけながら、職員一人ひとりが接遇の重要性を認識して、

接遇の向上に努めること。 
     

中期計画 主な取組み 

（３） 職員の接遇向上 

市民・患者へのサービスを向上させるため、マナー向上委員会を中心

に、お礼や苦情のご意見を収集・分析し、必要な改善を進めて行くとともに、

院内掲示等により情報開示を行なっていく。また、全職員が参加する研修等

を実施することにより、職員一人ひとりの接遇の向上を図る。 

 

市民・患者へのサービスを向上させるため、マナー向上委員会を月１回開き、病院に寄せられ

た意見等に対して対策などを協議している。 意見の内訳をみると、お礼と感謝の件数は年間 11

～19 件、接遇に関する苦情件数は 12～21 件となっており、笑顔での対応や挨拶の徹底に取り組

むとともに、「担当外なのでわからない」といった無責任な対応にならないように情報共有を強化し

た。 また、苦情やお礼の言葉に対しては、速やかに該当部署へ対策・回答を依頼しており、苦

情発生から早い段階で対策や指導に繋げるなどの対応とともに、可能な限り院内掲示により公開

している。 

接遇関連の研修は、新規採用職員への接遇研修に加えて、全職員対象の「接遇研修」を複数

開催した。 また、マナー向上委員会より定期ニュースを発行することにより、身だしなみや言葉

遣いなどの接遇向上への啓発活動を行なった。 

関連指標（職員の接遇研修）  苦情、お礼・感謝は患者からの声投書数 

 

 

 

 

 

接遇関連苦情、お礼・感謝は、患者からの声投書集

計 

 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

接遇関連研修会の開催 - ２回 ２回 2 回 2 回 - 

研修会の参加人数 - 415人 441人 416 人 400 人以上 - 

接遇関連苦情 - 21件 12件 18 件 15 件以下 - 

接遇関連お礼・感謝 - 11件 11件 19 件 20 件以上 - 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

４ 信頼性の確保 

（１） 病院機能評価の更新 

医療機関としての機能を、専門的かつ学術的に第三者の観点から評価する病院機能評価の更新に取り組むとともに、常に業務改善に取り組み、

医療機能の充実及び向上を図ること。 
     

中期計画 主な取組み 

（１） 病院機能評価の更新 

医療の質及び安全対策を検証し、市民からの信頼を確保し患者のニーズ

を踏まえて質の高い医療を効率的に提供していくため、平成 28 年度に病院

機能評価の更新を受審するとともに、医療機能の一層の充実・向上を目指

し、継続的改善に取り組む。 

 

市民からの信頼を確保し質の高い医療を効率的に提供していくため、中立的、専門的な見地

からの評価として、平成 28 年度に病院機能評価の更新を受審し、改善要望事項もなく認定を継

続できた。 

第２期中期目標期間においては、病院機能改善委員会を中心に関連する委員会と連携しなが

ら、自己評価で課題とした項目や院機能評価により B 評価を受けた内容に加え、地域医療支援

病院としての取組みになどに関する検討や改善の進捗確認などを行ないながら、医療機能の一

層の充実・向上を目指し、継続的改善に取り組んでいる。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

４ 信頼性の確保 

（２） 医療安全対策の徹底 

患者及び市民に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染防止対策を確実に実施するとともに、医療事故等に関する情報の収集及

び分析に努め、医療安全対策を徹底すること。 
     

中期計画 主な取組み 

（２） 医療安全対策の徹底 

院内感染対策については、インフルエンザ等の各種の感染症に対し、院

内サーベイランスを通して感染源や感染経路に応じた対策を講じ、患者等

の安全や病院に勤務する職員の健康を確保するとともに、院内感染の防止

に努める。 

また患者等の医療や病院に勤務する職員に関する安全の確保のため、

医療安全に関する情報の収集や分析等のリスク管理を行ない、医療安全対

策の強化を図る。 

 

院内感染対策については、手指衛生遵守の積極的な取り組みや水周りなどの環境感染対策

の強化に加え、感染対策チームによる環境ラウンドや感染対策地域連携施設と協働のカンファレ

ンスや相互ラウンドを実施した。 インフルエンザ等のアウトブレイク発生はなく、患者数が過去最

多となった H29 年度のインフルエンザシーズンも患者への院内感染はなく短期間で終息できてい

る。 また、院内感染対策マニュアルの全面改訂や HIV 感染暴露後対策マニュアルの新規作成

も実施しており、職業感染対策を含めた対応を行なった。 

医療安全の面では、患者等の医療や病院に勤務する職員に関する安全の確保のため、インシ

デント報告を推進し、各部署でのリスクカンファレンスや委員会での分析・対策・実践・評価を行な

い、現場の使いやすさを重点に医療安全管理マニュアルを改訂し、医療安全対策を徹底した。  

インシデント報告総数を見ると 745 件（H26）から 1099 件(H29)へ 354 件増加する中で、レベル分

類では 3b 以上のアクシデント報告が 3 件減、0～2 レベルのインシデントは 331 件の伸びとなって

おり、報告する文化が根付いてきている。 

一方で、H29 年度は「南筑後地区医療安全担当者ネットワーク交流会」を発足させることができ

た。 地区の医療安全担当者が病院の規模を問わず実務レベルでの情報交換や医療安全連携

を行ない、「医療安全力」の向上を目的に 12 施設と多くの賛同をいただいている。 

関連指標（医療安全に関する委員会、研修会） 

 

 

 

 

 

 

医療安全管理者研修はH27から目標化 

項 目 第2期 

中期計画 

平成27年度

実績 

平成28年度

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

安全管理委員会開催数 - 12回 12回 12 回 12 回 - 

院内研修会の開催 - 12回 14回 16 回 10 回以上 - 

院外研修会への参加 - 34回 36回 13 回 30 回以上 - 

学会への参加回数 -  4回  5回 1 回  4 回以上 - 

医療安全管理者研修 -  2人  4人 3 人  2 人 - 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

４ 信頼性の確保 

（３） 法令・行動規範の遵守 

医療法をはじめとする関係法令を遵守し、公的病院にふさわしい行動規範と職業倫理を確立し、実践することにより適正な業務運営を行なうこ

と。また、診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開示を適切に行なうこと。 
     

中期計画 主な取組み 

（３） 法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

公的医療機関にふさわしい行動規範と職業倫理を確立するため、医療法

をはじめとする関係法令を遵守することはもとより、内部規定の策定、倫理委

員会等によるチェック等を通じて、適正な業務運営を行なう。 

また、個人情報保護規程及び情報公開規程に基づき対応することとし、

診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開

示を適切に行なう。 

 

毎年行われている福岡県南筑後保健福祉環境事務所による「医療法第 25 条第１項の規定に

基づく立入検査」では、改善事項はなかった。 

医療倫理の面では、全職員対象の倫理研修や外部委員を交えた倫理委員会を開催し、倫理

的及び社会的な観点から審議を行なった。 

個人情報保護に関しては、個人情報保護規程及び情報公開規程に基づき対応を継続してい

る。 カルテ開示に際しては年 40～50 件程度であり、個人情報の保護や患者とその家族への情

報開示を適切に行なった。 また、全職員を対象にした個人情報保護に関する研修を毎年継続

して開催している。 
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第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

４ 信頼性の確保 

（４） 市民への情報提供 

医療に関する専門分野の知識や蓄積された情報を活用して、市民を対象とした公開講座の開催やホームページでの情報提供

等、保健医療情報の発信及び普及啓発を推進すること。 
     

中期計画 主な取組み 

（４） 市民への情報提供 

各診療科の特色や代表的な疾患の治療方針をはじめとして市立病院の

取組及び地域医療機関との連携等について、わかりやすくホームページや

広報誌等で情報発信するとともに、市民・患者向けの公開講座の開催、講

師の派遣依頼等に積極的に対応するなど保健医療情報の発信及び普及啓

発に取り組む。 

 

 
市民への保健医療情報の発信は、病院ホームページ、広報誌、健康講座などを通して実施し

ている。 

病院ホームページは、H29 年 4 月に高齢者や障害のある人も含めて、誰もが支障なく利用でき

ることを目指し、ウェブアクセシビリティに配慮したホームページに全面リニューアルした。 近年利

用者が増加しているスマートフォンにも新たに対応できるようにするとともに、コンテンツも充実し、

アクセス回数は 5,438 件/月(H26)から 6,161 件/月(H29)に 13％増加している。 広報誌「いずみ」

は年４回、「いずみ医師紹介号」を年６～８回、年報「山茶花」を年１回、病院パンフレットも毎年発

行している。中でも、広報誌については内容を充実させながら、28 年度から発行部数を 1,500 部

から 1,800 部に増部した。 

また、継続的に開催している「健康講座」に関しては、婦人会や老人クラブなどの地域の方々

に対し、院長をはじめ医師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師、理学・作業療法士、言語聴覚

士といった多職種による講演を開催し、平成 27～29 年度の３年間で約 2,860 名の方々に参加い

ただいている。 この他にも、地域の中学校などからの体験学習の受け入れや、平成 30 年度で

18 年目となるモニター会議を継続的に開催し、モニター各位からの貴重なご意見・ご要望を基に

改善を進めた。 

以上のように、多職種が連携して市民への保健医療情報の発信及び普及啓発に取り組んだ。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとる措置 
     

中
期
目
標 

１ 法人としての運営管理体制の確立 

（１） 効率的・効果的な運営管理体制の構築 

中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標を着実に達成するため、市や地域の医療機関と密に連携し、効率的・効果的な

運営管理体制を構築すること。 
     

中期計画 主な取組み 

（１） 効率的・効果的な運営管理体制の構築 

法人の運営が的確に行なえるよう、理事会のほか、幹部会議、各種委員

会等を運営していく。また病院長及び各部門や各委員会の長がリーダーシ

ップを発揮し、相互の連絡調整を図り、効率的かつ効果的な経営マネジメン

ト体制の充実を図る。 

中期目標、中期計画及び年度計画の着実な達成に向けて、病院運営委

員会での毎月の報告を踏まえた課題の解決を図り、継続的な改善の下での

業務運営を実施する。 

 

毎年度、理事会を 12 回、理事協議会を１回開催し、重要事項を審議するとともに、定期の予算

執行状況及び経営状況に関する事項等を報告した。 この他、幹部会議、各種委員会等を継続

的に開催するとともに、「災害・防災対策委員会」、「勤務医負担軽減検討委員会」、「看護職員等

負担軽減検討委員会」、「地域医療従事者研修委員会」を新規に発足させるなど委員会組織の

見直しも行なった。 

中期計画・年度計画の着実な達成に向けて行動計画書を毎年見直し、全職員を対象とした院

長による説明会を通して病院の基本理念・基本方針だけでなく、戦略テーマや重要成功要因、並

びに目標値などを共有している。 更に、運営方針発表会で各部門や委員会の計画を発表する

ことにより上位目標間、部門間での院内ベクトル合わせを行なった。 また、毎月「病院運営委員

会」を開催し、収支、患者数、手術件数等の情報を病院全体で共有し協議するとともに、経営戦

略検討会議にて年度計画や行動計画の半期での進捗状況確認を行なった。 更に、２年に一度

の診療報酬改定に対応するため、経営戦略検討会議等で事前にシミュレーション等を行ない、収

益の確保と地域ニーズの両立を目指した対応を行なっている。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとる措置 
 

中
期
目
標 

１ 法人としての運営管理体制の確立 

（２） 新たな人事制度の運用 

医療環境や医療需要の変化に即応し、職員の採用や配置を臨機応変かつ弾力的に行なうとともに、法人の業績、成果や職員の能力を反映し

た人事評価制度及び給与制度の運用を図ること。 
 

中期計画 主な取組み 

（２） 新たな人事制度の運用 

高齢化社会を迎え、医療環境が大きく変化している中、医療需要を見極

め、診療報酬改定に対応した職員の採用や配置を行なう。 

また、人事評価制度の適正かつ公正な運用が図られるよう研修を実施し、

運用ルールの向上に努めるとともに、実施と検証を繰り返しながら、人材の

育成・成長を通じて組織の育成・成長を図る。 

 

高齢化社会を迎え、医療環境の変化に対応するために、理学療法士や作業療法士の増員や

言語療法士の新規配置、社会福祉士や医療秘書の増員などを行なっている。 

人事評価制度については継続して検討を重ねており、医師、管理職、一般職員に対し下記の

様に実施した。 

 

①医師 

行動評価、業績評価、トップ評価による人事考課を行なった。業績評価の評価項目について

は、院長と科長がヒアリングを行なう中で客観的な評価項目を決定しているため、自己評価とのギ

ャップは小さくなっている。 評価結果は院長から個別にフィードバックを実施し次年度の目標へ

繋げている。 

 

②管理職 

行動評価、目標評価による人事考課を実施した。評価結果に基づき直属の部長と面談を行な

うとともに、全管理職に対し院長から個別にフィードバック面談を実施し次年度の目標に繋げてい

る。 達成基準の設定の仕方やアクションプランの具体化のレベルにバラつきが見られることか

ら、意識共有を図るための研修を行なった。 また、管理職の評価者としてのスキルアップのため

の評価者研修も実施した。 

 

③一般職員 

一般職の人事評価については、職員アンケートの結果も踏まえ、係長職を一次評価者として試

行しており、平成 30 年度からの本格運用を目指している。評価者研修や面談研修等を充実さ

せ、評価者のスキルアップを図ることにより職員の人材育成を行なっている。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとる措置 
     

中
期
目
標 

１ 法人としての運営管理体制の確立 

（３） 計画的な研修体系の整備 

医療に関する専門知識・技術や医療経営に関する知識、経営感覚など、各部門の職務や職責に応じた能力の向上を図るた

め、効率的かつ効果的な研修体系の整備に努めること。 
     

中期計画 主な取組み 

（３） 計画的な研修体系の整備 

部門別、職種別及び階層別に応じて研修計画を策定し、学会、研修会へ

の参加と業務上必要な資格の取得に向けた支援を行なう。特に、医師や看

護師については、専門性を向上させ質の高い医療を提供するため、専門

医、専門看護師、認定看護師の資格取得を促進する。 

 

部門別、職種別及び階層別に応じた研修計画を策定し、職員研修委員会において、各分野の

研修計画を管理し実施している。 また、全ての研修でアンケートを実施して評価し、問題点等に

ついて研修委員会で協議している。 

新規採用者については新規採用研修と半年後にフォローアップ研修を実施しており、中途採

用者についても採用時に接遇や医療安全、感染対策等の研修を実施した。 

資格取得について、診療部においては各種学会認定医、専門医、指導医などの資格や、医学

博士を取得している。 看護部門では認定看護師の他、救急関連のプロバイダーや医療安全管

理者、専門指導士・認定士などを取得した。 コメディカルでも、各種検査士や専門療法士などの

取得を進め、各部門ともに専門性、医療技術の向上に向け活動を継続している。 また、院内認

定資格制度により院内認定ＩＶナースを認定するなど新しい取組みも開始した。 

また、院内図書室にインターネット及び文献サービスの利用環境を整えた。 その他にｅラーニ

ングのコンテンツも整備し、看護師だけでなく、コメディカルや事務職が自由な時間と場所で学習

できる環境を作るなどの学習環境面での支援も行なった。 

 

関連指標（資格・研修実績）  延人数 

項  目 第2期 

中期計画 

平成27年度 

実績 

平成28年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

専門医、認定医等資格取得 - 14 名 7 名 8 名 6 名以上 - 

認定看護師資格取得 - 採用 1 名 採用 1 名 1 名 1 名 - 

看護師資格取得 - 20 名 13 名 22 名 10 名以上 - 

技師等の資格取得 - 14 名 17 名 14 名 10 名以上 - 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 安定した経営基盤の構築 

（１） 収益の確保と費用の節減 

効率的かつ効果的な病院運営を行ない、医業収益の確保と費用の節減に努めること。 

経常収支比率と医業収支比率について、数値目標を設定し、その達成に努めること。 
     

中期計画 主な取組み 

（１） 収益の確保と費用の節減 

中期目標期間における各年度の損益計算において、経常収支比率

105％、医業収支比率 103％とすることを目指し、良質な医療を提供し続けて

いくための健全経営を継続する。 

 

目標値 

・経常収支比率 

H25：106.9→H30：105% 

・医業収支比率 

H25：101.6→H30：103% 

・職員給与費比率 

H25：59.3→H30：57% 

・材料費比率 

H25：18.3→H30：19% 

・入院単価 

H25：45,338→H30：48,160 円 

・病床利用率 

H25：68.6→H30：80% 

・平均在院日数（７対１） 

H25：12.9→H30：11.5 日 

・外来単価 

H25：10,855→H30：11,250 円 

 

 

病棟を効率的・安定的に運用するために、月１回の病床管理委員会に加え、毎週の病床管理

ミーティングにより病床管理を行なった。 また、保険診療委員会（毎月）では査定による減収の防

止に努め、DPC 適正化委員会を年４回開催してアップコーディングの防止や診療録の記載を周

知させた。 

医薬品の購入については院外コンサルタントを活用し、他施設の購入価格と比較しながら、コ

ストの削減・適正化に取り組み、基準薬価比で毎年6,000 万円以上の削減効果を出している。 ま

た、ジェネリック医薬品の使用率は概ね 90%を維持する事ができた。 同様に診療材料において

も、価格交渉を進めながら削減効果を出している。 

平成 26 年度に地域包括ケア病棟に１病棟転換するなどで上昇した病床利用率は、28 年度に

なって大学医局の人員不足による呼吸器内科と耳鼻咽喉科の医師減員の影響で低下した。 非

常勤医師での外来対応強化や、内科総合外来と脳神経外科外来の設置、腎臓内科の新設など

に取り組み、平成 29 年度の実績は、経常収支比率が 100.6％まで回復しており、30 年度は更な

る改善に向けて活動していく。 
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関連指標（各指標の計画と実績値） 

 

 

 

 

 

 

 

材料比率の一時増加は、Ｃ型肝炎新薬の影

響 

 

 

 

 

 

 

*1 経常収支比率＝（営業収益＋営業外収益）/（営業費用＋営業外費用） 

*2 医業収支比率＝医業収益/医業費用 

*3 職員給与費比率＝（医業費用中の給与費＋一般管理費中の給与費）/医業収益、（出張医報酬含む） 

*4 材料費比率＝材料費/医業収益 

*5 病床利用率＝在院患者延数の合計/（年間日数×病床数） 

 

指標 第2期 

中期計画 

平成 27 年度 

実績 

平成 28 年度 

実績 

平成29年度 

実績 

平成30年度 

見込 

中期計画比 

経常収支比率   *1 105% 105.7% 99.8% 100.6% 100% -5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

医業収支比率   *2 103% 104.3% 98.2% 98.5% 99.6% -3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ 

職員給与費比率  *3 57% 54.5% 61.0% 64.8% 65.0% +8 ﾎﾟｲﾝﾄ 

材料費比率     *4 19% 22.4% 20.4% 17.5% 17.5% -1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

入院単価 48,160 円 44,883 円 45,169 円 45,873 円 46,700 円 -1,460 円 

病床利用率     *5 80% 81.5% 76.1% 76.9% 80% 0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

平均在院日数(7:1 病棟) 11.5 日 13.5 日 13.1 日 13.1 日 12 日 +0.5 日 

外来単価 11,250 円 14,304 円 13,406 円 11,649 円 12,000 円 +750 円 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 安定した経営基盤の構築 

（２） 役割と責任、負担の明確化 

法人は、救急医療等の政策的医療を提供する場合において、その部門では採算がとれない場合もあり得る。市と法人は協議のうえ、それぞれの役割や責

任、その負担のあり方を明確にし、運営費負担金の基準を定め、市は法人に対して必要な費用を負担する。法人は、この主旨を踏まえ、より一層の効率的、効

果的な業務運営を行なうこと。 
     

中期計画 主な取組み 

（２） 役割と責任、負担の明確化 

市からの要請等に基づき提供する政策的医療のうち、効率的な経営を行

なってもなお不採算となる部門の経費については運営負担金として市からの

経費負担があるが、それ以外の事業経費については、法人の事業経営に伴

う収入をもって充てなければならない。従って、この運営費負担金繰り入れ

後の経常黒字が達成できる経営基盤を確立するため、経営改善のために取

り組むべき課題を明確にし、増収及び費用削減に取り組む。 

 

運営負担金については、総務省通知の地方公営企業繰出基準に基づき市から全額繰入を行

なっている。 また、継続的に増収及び費用削減に取り組んでおり、第２期中期目標期間も筑後

市の協力もあって、この運営費負担金繰入後の最終成果は黒字を達成できる見通しとなってい

る。 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 
     

中
期
目
標 

１ 安定した経営基盤の構築 

（３） 将来の設備投資に向けた財源の確保 

建物や設備の改修や高度医療機器の更新など、今後も多額の投資が必要となることから、将来の設備投資に向けた財源の確保に努めること。 

     

中期計画 主な取組み 

（３） 将来の設備投資に向けた財源の確保 

建物の改修や高度医療機器やその他設備の更新等のために将来必要と

なる設備投資に向けた財源を積み立てる。 

 

将来の病院建替えや高度医療機器の更新に向け、毎年度の総利益を建設改良積立金に積

み立てた。 

独法化以降７年連続の黒字により、29 年度末の利益剰余金は 16.7 億円となっている。 
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第４ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

  

 

 

１．予算(平成27年度～平成30年度）
(単位　百万円)

差額

収入

営業収益 19,614 18,619 △ 995

医業収益 18,314 18,145 △ 169

運営費負担金収益 427 437 10

その他営業収益 873 37 △ 836

営業外収益 323 371 48

運営費負担金収益 170 173 3

その他営業外収益 153 198 45

資本収益 1,471 1,310 △ 161

運営費負担金 971 920 △ 51

長期借入金 500 390 △ 110

その他資本収入 -                  -                  -                  

その他の収入 1 3 2

21,409 20,303 △ 1,106

支出

営業費用 17,373 17,213 △ 160

医業費用 16,777 16,618 △ 159

給与費 10,446 10,573 127

材料費 3,625 3,518 △ 107

経費 2,612 2,442 △ 170

研究研修費 94 85 △ 9

一般管理費 596 595 △ 1

営業外費用 1,129 1,007 △ 122

資本支出 2,429 2,262 △ 167

建設改良費 800 663 △ 137

償還金 1,629 1,599 △ 30

その他資本支出 -                  -                  -                  

その他の支出 4 2 △ 2

20,935 20,484 △ 451

計

計

予算額 決算見込み額区分

 

 

２．収支計画(平成27年度～平成30年度）
(単位　百万円)

差額

収益の部 21,256 20,074 △ 1,182

営業収益 20,925 19,680 △ 1,245

医業収益 19,152 18,145 △ 1,007

運営費負担金収益 427 437 10

補助金等収益 35 37 2

資産見返補助金戻入 1,311 1,061 △ 250

営業外収益 330 377 47

運営費負担金収益 170 173 3

その他営業外収益 160 204 44

臨時収益 1 17 16

費用の部 20,056 19,761 △ 295

営業費用 18,916 18,737 △ 179

医業費用 18,306 18,109 △ 197

給与費 10,446 10,569 123

材料費 3,626 3,518 △ 108

経費 2,612 2,441 △ 171

減価償却費 1,522 1,488 △ 34

資産減耗費 6 8 2

研究研修費 94 85 △ 9

一般管理費 610 628 18

営業外費用 1,136 1,014 △ 122

臨時損失 4 10 6

1,200 313 △ 887

-                  -                  -                  

1,200 313 △ 887

目的積立金取崩額

総利益

純利益

計画額 決算見込み額区分

 

 

３．資金計画(平成27年度～平成30年度）

(単位　百万円)

差額

資金収入 24,409 23,577 △ 832

業務活動による収入 19,938 18,910 △ 1,028

診療業務による収入 18,314 18,182 △ 132

運営費負担金による収入 597 610 13

その他業務活動による収入 1,027 118 △ 909

投資活動による収入 971 920 △ 51

運営費負担金による収入 971 920 △ 51

その他投資活動による収入 -                    -                 -                 

財務活動による収入 500 390 △ 110

長期借入による収入 500 390 △ 110

その他財務活動による収入 -                    -                 -                 

前期中期目標の期間からの繰越金 3,000 3,357 357

資金支出 24,409 23,577 △ 832

業務活動による支出 18,485 18,138 △ 347

給与費支出 10,446 10,962 516

材料費支出 3,625 3,536 △ 89

その他の業務活動による支出 4,414 3,640 △ 774

投資活動による支出 800 648 △ 152

有形固定資産の取得による支出 800 632 △ 168

その他の投資活動による支出 0 16 16

財務活動による支出 1,651 1,630 △ 21

長期借入金の返済による支出 667 637 △ 30

移行前地方債償還債務の償還による支出 962 962 -                 

その他の財務活動による支出 22 31 9

次期中期目標の期間への繰越金 3,473 3,161 △ 312

計画額 決算見込み額区分
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中
期
目
標 

第８ 2 その他法人業務運営に関する重要事項 

(１) 医療情報の提供 

専門医療に関する情報や市立病院の役割及び医療内容、地域医療機関との連携等について公表し、普及啓発に努めるとともに、医療の質に関す

る指標（臨床指標）を公表すること。 
     

中期計画 主な取組み 

（1） 医療情報の提供 

病床機能公開制度や自院のホームページなどを通して市立病院の役割

及び医療内容などについて公表し、普及啓発に努めるとともに、各種医療機

関が参加する臨床指標等の公開事業に積極的に参加することなどにより、

診療の透明性の確保を図る。 

 

診療の透明化や改善の努力を評価するために、厚生労働省が示した「病院情報の公開」の方

針に沿って、診療科別の患者数上位 5 疾患や、5 大がんの患者数などを DPC データに基づき集

計し、ホームページに公開している。 また、厚生労働省の補助事業である「医療の質の評価・公

表等推進事業」に採択されている全国自治体病院協議会や全日本病院協会の各事業にも参加

しており、診療の透明性を確保している。 

 

 

 


